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平成２９年度 住之江区区政会議 

第２回 安全・安心部会 会議録 

 

○中山課長代理 

 時間も来ましたので、お二方、山口さんは今日所用があってお休みということでご

連絡いただいてます。羽川さん今日遅れられているみたいなんですけれども、時間が

来ましたので、すみませんが、住之江区区政会議安全・安心部会のほうを開催したい

と思います。 

 私、事務局のほうをやらせていただいております危機管理担当の課長代理やらせて

もらってます中山といいます。どうかよろしくお願いいたします。  

 区政委員の皆様方におかれましては、いろいろといろいろな場面、あるいは区政に

対しましてご支援、あるいはご協力をいただきましてありがとうございます。  

 本日の会議ですけれども、防災及び防犯の取り組みということで、前回の区政会議

でもご論議いただいたり、ご意見あるいは２９年度の運営方針進捗状況と取り組み等

についてご論議いただければというふうに考えています。それを３０年度の運営方針

につなげていきたいというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 また論議の内容につきましては、今度新たに、今回もこの９月末で今回のこの体制

一応任期満了という形になりますけれども、次回の新体制の場で開催させていただき

ます全体会議の場でもご報告させていただいて、情報の共有化というのもはかってま

いりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。  

 本日ですけれども、一応２０時までと、１時間ということで会議を考えております

ので、どうかスムーズな議事の進行にご協力いただきたいというふうに思います。  

 なお、今回の会議につきましては、個人情報等の非公開情報がありませんので、会

議を公開という形でさせていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。  
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 すみません、また前回と一緒です、簡単に皆さんの自己紹介という形でご挨拶にか

えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○古川部会長 

 安立連合の古川です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○小髙委員 

 海の町の小髙です。よろしくお願いします。 

○田林委員 

 粉浜連合町会の田林です。よろしくお願いいたします。  

○深井委員 

 さざんか新北島協議会の深井でございます。 

○中山課長代理 

 そうしましたら事務局のほうもご紹介を簡単にですけれどもさせていただきます。  

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。よろしくお願いいたします。  

○折原課長 

 協働まちづくり課長折原でございます。よろしくお願いいたします。  

○尾田課長 

 事務局担当、事業推進担当課長尾田でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 協働まちづくり課防災担当の林と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 同じく防犯担当をさせていただいています川井と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○中山課長代理 

 後、本日前回に引き続いてオブザーバーという形でちょっとご無理をお願いをして
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おります。お一方が消防の田中司令様です。 

○住之江消防署 田中司令 

 よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 それと警察の吉川警部補です。 

○住之江警察署 吉川警部補 

 よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 １時間ほどの会議ですけれども、よろしくお願いをしたいと思います。  

 お手元のレジュメだけ最後にご確認ということで、一番上レジュメというやつ、置

いているのがあるかと思います。その後にＡ３の横長のやつとその後ろにＡ３の縦に

なりますけど２枚、平成２９年度の分で災害に備えるというのと、安全に暮らせるま

ちづくりというのが入ってますでしょうか。そのあとに新聞になりますけども、「さ

ざんか」というのが入ってますかね。それと後、封筒のやつが置かれてます。封筒の

分はまた会議の後に少し説明させていただきたいと思いますので、また横にでも置い

ていただければというふうに思っています。どうかよろしくお願いいたします。  

 そうしましたら会議の進行のほうにつきましては、部会長にお願いをしたいという

ふうに思っておりますので、古川部会長様、一つよろしくお願いいたします。  

○古川部会長 

 それでは部会の議事を進めさせてもらいます。部会長の古川でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 このメンバーで開催する最後の部会となりました。本日もご協力よろしくお願いい

たします。 

 安心・安全部会では、防災・防犯に関する内容についてご議論いただくこととなっ

ています。本日は事務局から説明がありましたとおり、防災・防犯の取り組みにかか
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る区運営方針についてご議論いただくこととなっております。  

 会議は２０時までの１時間とのことで、皆さんの貴重なお時間をいただいておりま

すので、活発なご意見、ご発言をいただき内容の濃い会議となりますようご協力よろ

しくお願いいたします。 

 本日は防災と防犯について議論していただくこととなっておりますが、最初に防災

について議論していただき、取りまとめた上で防犯について議論していただく２部構

成で進めたいと思っております。  

 まず防災について議論したいと思います。事務局から説明をよろしくお願いいたし

ます。 

○折原課長 

 折原でございます。よろしくお願いいたします。  

 今もお話のありましたように、今日は３０年度の施策、運営方針に向けて、いろい

ろご議論いただいて、皆さんの意見をもとにそれも反映していきたいというふうに考

えております。今もお話ありましたように、防災と防犯についてということで、まず

は防災のことについてお話させていただきたいと思います。ちょっと復習みたいなの

を兼ねまして、この縦長のやつ、これ２枚あるんですけれども、一つの災害に備える

って書いてあるやつは防災のことでございまして、安全に暮らせるまちづくりという

のが防犯のそれになってますので、まずこの災害に備えるというふうなところの資料

を見ていただきたいと思います。  

 ここに書かれてますのが２９年度の運営方針になっておりまして、災害・防災の関

係につきましては、二つ設けております。一つが上段にありますように災害に強いま

ちづくり、もう一つが自助、共助による災害への備えということで、簡単に申し上げ

ますと、上の段が区役所が頑張るよというふうなところと、下の段が各家庭内、地域

内で頑張ってくださいねというふうな、こういうふうに大きく二つに分けております。  

 まず災害に強いまちづくり、区役所のほうの取り組みのほうでございますけれども、
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三つございまして、一つは防災計画の充実でございます。取り組み内容のところに書

かれてますように、住之江区の区の防災プランの改訂版を作成するというのを取り組

みと掲げております。 

 二つ目の防災意識の向上に向けた啓発というとこなんですけれども、これはいろい

ろの機会を捉えまして、各区民の方に啓発を実施していくという内容でございます。  

 それから最後が、３点目が津波避難ビルの確保とか備蓄物資の充実ということで、

学校、共同住宅、オフィスビルみたいなところに津波避難ビルを指定するというふう

な協力依頼を我々がやっていくということと、避難所の備蓄の充実をはかるというこ

の大きく３点をしております。  

 それから下の段、自助・共助による災害の備え、ご家庭・地域でということなんで

す。これは大きく二つございまして、まず一つ目は家庭での災害の備えということで、

各家庭で備蓄品を備えてくださいね、家具の転倒防止をしてくださいねというふうな

ことをやっていただくためというふうなものになっております。  

 それから２点目のほうが、地域の自主防災組織による備えということで、各地域ご

との防災プランというのを作成していただくということと、各地域でいろいろな訓練

を実施していただくというふうな形になっておるところでございます。  

 資料をお戻りいただきまして、横長の本番の資料になってるんですけれども、３０

年度への方向性というふうな形で、まず２９年度のことにつきまして、どのような進

捗かというふうなところが左側の下の欄に書かれております。  

 ここのところなんですけれども、主な進捗状況ということで五つ挙げておりますけ

れども、上の三つがいわゆる防災の形の項目になっております。下の二つが防犯の項

目です。今回は防災のお話だけ先にさせていただきます。  

 項目といたしましては、先ほどと重複するんですけど、住之江区防災計画の改訂と

いう形でなっておりまして、今の進捗状況でございますけれども、実は住之江区の防

災計画というのも、市全体の防災計画があって、住之江区の防災計画がつくられてい
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るというつくりになっておりまして、実はこの市の防災計画というのが、この１１月

に改訂するというふうに伺っておりまして、この改訂に合わせて我々の、区役所の防

災、区の防災計画も改訂しようというふうな形で今準備を進めているというそういう

状況です。１１月に市の防災計画が改訂なされれば、今準備を進めておりまして、今

年度中には区の防災計画を改訂してまいりたいというふうなことで考えております。  

 それから次に、防災意識の向上に向けた啓発という形で、これは防災の出前講座と

か、防災リーダー研修というのを実施するというふうな形でやっておりまして、防災

の出前講座もこれまでいろいろなところからやってくださいというふうな形で、マン

ションの自治会であるとか、先日は安立地域の紹介でやってくださいというふうな形

で我々が出向いていって、いろいろ啓発を活動をしているというところです。  

 あと、防災リーダー研修でございますけれども、これも先般、新任の防災リーダー

の方を中心に区民ホールで防災リーダー研修をやったところでございます。  

 そのほかホームページでいろいろと広報をするとか、今日お配りしてます「さざん

か」ですね、これ「さざんか」９月号なんですけれども、皆さんご承知のとおり「さ

ざんか」っていうのはいろいろ特集を組んでやっているんですけれども、我々この９

月、いわゆる防災週間に合わせて特集というふうな形で、防災特集というふうな形で、

そのときあなたはっていうふうなところで特集を組ませていただいて、一つ開けてい

ただくと、そういうふうに地震っていうのはいつ起こるかわからないので、急に地震

が起きたときに、こういうふうに行動してくださいねというふうなＰＲ等をさせてい

ただいています。 

 それから真ん中のところに住之江区防災マップというのを入れさせていただいてて、

これ保存版みたいな形で各ご家庭で置いといていただきたいなと思っているやつなん

ですけれども、こういう防災マップを年１回見直し見直しをして、津波避難ビルが増

えたりとかっていうのもありますので、というふうな形でＰＲをさせていただいて、

広報をさせていただいているというところでございます。  
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 それからそれに合わせまして、ホームページなどで広報をしているというところで

ございます。 

 次、三項目でございますけれども、地域の自主防災組織等による備えの支援という

形で、先ほどと重複するところもあるんですけれども、地域ごとに定める自主防災計

画の策定を支援しているというふうなところでございます。  

 もう一つが各地域の自主防災訓練というふうな形の実施を、各１４連合全て、１４

地活協全てのところで行っていただいてますけれども、これを我々が入っていって、

一緒にワーキング等をやりながらやっていってるというところです。  

 既に今年度につきましては、５月に安立地域は済んでしまっているんですけれども、

この１０月の７日から、新北島を初め、各地域に入っていくというふうな計画になっ

ておりまして、一定ワークショップ等を開催して、日にちを確定していっているとい

うところでございます。 

 ２９年度の取り組みですけれども、今の進捗状況とあわせまして、矢印があって右

側のところなんですけれども、防災計画の策定であるとか、先ほど申し上げました啓

発、それから津波避難ビルの確保、それからこれも繰り返しになりますけれども家庭

での備えというものの啓発、それから先ほどの防災訓練などのように自主防災組織の

支援というふうな形のものを取り組まさせていただいてます。  

 以下４項目につきましては、防犯のことでございますので、また後ほどご説明さし

あげます。 

 ちょっと戻るんですけど、左上のところ、前回の区政会議のときに５月にやったこ

の部会のときに、いろいろご意見いただいたやつの中の取り組みでございますけれど

も、災害に備えるというところでは大きく二項目ございまして、一つ目は区民に対し

防災関係の知識や情報について知らせることは重要である、区役所としてどのように

取り組んでいるのかというふうなことが、この前の５月のときのここの場での意見で

ございました。繰り返しになりますけれども、先ほどの「さざんか」であるとか、ホ
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ームページであるとか、それから防災の出前講座であるとかいろいろなもの、いろい

ろなツールを活用してそういうふうに取り組んでいっているというふうなところでご

ざいます。 

 それから２点目の南港花の町では、コスモスクエア駅付近に住宅ができたため、居

住エリアが二分化されている。そのため災害発災直後に南港桜小学校に避難すること

が困難と思われるが、どのように考えているのかというふうな、こういうふうなご意

見がございまして、これにつきましては、先ほど申し上げました地域の自主防災組織

の支援というような形で、各地域ごとの防災計画というのをつくっていただこうと思

っておりまして、これ自身は各地域おのおの、例えば安立地域であれば、どちらかと

いうと戸建ての住宅が多いであるとか、南港であればそういうマンション群が多いだ

とか、地域によっていろいろ特性がございますので、そういうような特性に合った形

の地域の防災計画をつくっていただくというふうな形で、今ご指摘いただきました花

の町のコスモスクエアといわゆるポートタウンのほうと分断されているというところ

は、そこの地域のいわば特色でございますので、そういうふうなとこも取り入れた形

で、防災計画をつくっていただくというふうな形で我々とか、危機管理室とか一緒に

なって支援しようというふうに取り組もうというふうに考えているところでございま

す。 

 いずれにいたしましても３０年度の方向性でございますけれども、この防災の取り

組みというのは、非常に皆様の命といいますか、生活といいますかにかかわる重要な

ことだと思っておりまして、ずっと継続的にやっていく必要があるというふうに思っ

てますので、特に見直すというふうなことではなく、充実させたりというふうなこと

は検討していかないといけないと思いますけれども、３０年度につきましては、今ま

での取り組みを継続的にやっていこうというふうに考えているところでございます。  

 私からの説明は以上でございます。この考え方につきまして、いろいろなアイデア

であるとか、いろいろご意見を頂戴いたしたいと思ってますので、よろしくお願いい
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たします。 

○古川部会長 

 はい、ありがとうございます。  

 ただいまの事務局の説明について何かご意見がありましたら、よろしくお願いしま

す。 

○小髙委員 

 直接関係あるかどうかわかりませんが、小中一貫校で学校が統廃合される。その間、

緑小学校と渚小学校が当然閉校になるので、避難所というのは運用がどのような形に

なるのかなというのが１点ですね。 

 だから次、中高一貫は整備されるまでに時間かかるみたいなので、そこのところが、

今まで小学校二つあったところが大きな一時避難所というのがなくなるので、その辺

の部分がどんなふうになるのかなというのが１点確認だけしておきたいです。  

○折原課長 

 今考えているというか、今、調整に入ってまして、調整先といいますと当然我々区

役所と、それから危機管理室と、それから学校の話なので教育委員会、市役所でいう

とこの三つのセクションが該当する。それと海の町と緑の町が該当してくるんですけ

れども、この五つ、それともう一つ言いますと実際の学校です。ここでいいますと実

際は南港南中学になるんですけれども、っていうふうなところがプレイヤーみたいな

形になってまして、実際今のところ話を進めつつあります。考え方としましては、緑

小も渚小もこの３月末でなくなっちゃうんで、避難所をやめるというのは仕方ないこ

とかなと思っております。その前に前提条件として、学校自身が三つの役割を担って

まして、一つは一時避難場所、何かがあったときにとりあえず逃げようという、近所

の公園みたいなこと、どちらかというとこれは校舎というよりグラウンドがそういう

形になって、一時避難場所。それから二つ目が津波避難ビル。津波が来るぞってなっ

たときに、一時的に逃げるための津波避難ビルという機能。それから三つ目に今、小
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髙委員がおっしゃるようにいわゆる避難所、家に住めない人がちょっと当分の間暮ら

してもらうと、三つの機能があります。  

 この三つの機能は、小学校なり中学校なり全部住之江区内のやつはみんな持ってる

んですけれども、これもセットで私どもも考えてまして、指定するのも解除するのも

セットや思ってます。 

 先ほど言いかけました緑小学校と渚小学校はもう学校がなくなっちゃうんで、ここ

は解除せざるを得ないなと思っています。あとそれが一貫校になるということで、こ

の小学校二つが統合になって、みなみ小学校というのが、場所的には南中の敷地の中

にできるって聞いてるんですけども、みなみ小学校というのができますので、３月末

に緑小学校と渚小学校がなくなる代わりに、みなみ小学校を指定しようと思ってます。

ですから今あるのは、みなみ小学校と南中だけになるので、その２校に基本的になる

かなと思ってます。 

 ただもう一つが緑小学校と渚小学校の跡地にいわゆるバカロレア校という形のもの

ができるというふうになってまして、確か開校が３１年になると思うんですけども、

ただ開校からこっちの渚小の校舎を初め使ってとか、途中で緑小の校舎にいって、最

終的に渚小の建物を壊して新しくなるか改修するか何かしてまた戻るとかって、いろ

いろ行ったり来たりとかってするって聞いてまして、最後でき上がりが３５年に。３

５年にきっちりなった学校でできるというふうに聞いているので、３５年の指定に向

けて教育委員会を通じて受託している会社さんというか、教育関係のところと今、調

整をはかりかけているというそんな感じです。  

 ですからなくなる小学校は仕方ないんで廃止しますけれども、できる小学校につい

ては指定しようと。新しくできるバカロレアについても、最終整備が完了するのを目

指して指定していこうというふうな考えで今進んでます。  

○古川部会長 

 この防災リーダーのことなんですけど、四年前に裏の東住吉、住之江住吉かな、避
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難勧告出たときなんか、大和川、台風１６号、そのときは祭日でしたよな、このとき

は。男性方の方がたくさんおられて、各連合会、町会班長さんに連絡するのが手分け

してできたんですけど、平日の場合、そういう方がお仕事でおられないときに女性リ

ーダーを防災リーダーの中にもうちょっと増やしてほしいという意見も出ております。  

 それと自分らの安立地区のことで申しますんですけど、安立の小学校一つしか災害

避難場所がないんです。いつもうちの会長も皆さんもおっしゃっているんですけど、

狭い道に面しているということで、第２の、そこへ、安立の場合は狭い道路がいっぱ

いありまして、なかなか逃げることができないという場合になった場合に、２６号線

に面している旧の保健所、今、保健センターですか、あそこを何とか第２の避難場所

として使わせてもらえるような形をとっていただければ安心やなという話があります。

それを今度の全体会議のときに、市会議員さんのおられるときに言ってもあかんやろ

な、やらしいやろな。 

○折原課長 

 今の２点目の保健センターをって話は先ほどの花の町の話と似たような話で、安立

の場合は５月に防災訓練終わってるので、これからさっき言いました各地域の防災プ

ランっていうのをつくってくれっていうお願いを僕らせなあかんと思ってるんです。

振返りと合わして一緒にやってもらっていいですよ。そこの中で、保健センターを、

保健センター今も避難所にはなってるので、ただ運用の仕方が決まってないので、そ

この中でご検討いただいたらいいかなと思います。  

 ただ実際のことを言いますと、避難所にってなると、なるのは全然いいんですけど、

やっぱり地域の人に鍵の管理をしてもらったり、訓練とかもそこでやらなあかんので、

どういう人がここに逃げてくるとか、そういうのも決めんとあかんようになってくる

んです。だから誰が鍵開けるねん、鍵開けたら、来た人は普通の区民来ますから、来

たら誰が世話するっていったら言い方変ですけど、誰が差配すんねんとかいうのも、

ちゃんとした組織を自主防災組織で組んでいただいてとかってせなあかんともなるの
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で、その辺も視野に入れながら、そういうふうなプランを組んでいっていただけたら

ええかなって思いますんで。  

 いずれにしても、花の町と同じように今度つくっていただくわが町防災プランとか、

各地域の防災プランの中でそのご検討をいただければいいかなと思います。  

○古川部会長 

 これは避難勧告出たときのは何事もなくよかったんですが。  

○折原課長 

 はいはい。 

○古川部会長 

 あれ非常に訓練という形ではうまいこといったんです。学校行ってもシャッター閉

まってる、エレベーター動かない、そういうことでしたので、誰が鍵持ってるかとか。

いい訓練というか、どないもなかってよかったですよね、いい訓練になって、大分参

考にはさせてもらってますけど。 

○折原課長 

 地域によって、例えば新北なんか津波の被害もそうやし、今、おっしゃっておられ

る大和川のやつもそうやし、また粉浜になったらまたちょっと違う悩みがあると思い

ますので。 

○古川部会長 

 敷津浦なんかはいいですよね  

○折原課長 

 敷津も？ 

○古川部会長 

 あの広い敷津浦の。小学校あって。 

○折原課長 

 三つありますからね、住商もあって。 
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○古川部会長 

 住商あって。安立の小学校ってほんま狭くて、いつも会長は言いはりますわ。  

○折原課長 

 粉浜も三つあります。 

○古川部会長 

 おまえどこ逃げるねんて 

○田林委員 

 会館あわせたら４つあります。あんまり自慢したらあれですけど  

○折原課長 

 それともう一つ言うてはった防災リーダーの女性のとかってやつ、これは実は私た

ちも女性の話ともう一個、高齢化していってるっていうのがありまして、大阪市全体

の悩みなんです。高齢化なんかももう平均年齢で６５ぐらいやったかな、何かぐらい

になってて、それこそ７０超えてる方とか、８０歳の方とかもおられるぐらいなので、

僕らも本当のところ女性も高齢者もちょっと苦慮はしているので、できれば地域でご

推薦いただくときに、地域の中でそういう方を掘り起こしていただければありがたい

なと。 

○古川部会長 

 随分前は、ご商売とか会社されている方が五、六人役員でおられますんで、平日で

もそのときはすぐに手分けしてできるんですけど、会社とかに行っておられるとなか

なか難しい部分があると思うんですよね。  

○深井委員 

その今の話はここにも書いてあるんですけど、何回も出てくるんやけど、各地域

の担い手という。 

○折原課長 

 そうですね、別にこれだけちゃいますね。  
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○深井委員 

 人材不足ということで、今おっしゃるように、若い方はどうしても現役で平日もお

仕事ですし、町会長としてもいろいろな役員の選挙とか選出のときでも、防災リーダ

ーもそうなんですけど、本来なら若い３０代、４０代の方が先頭に立ってやってもら

えれば、ものすごく安心なんやけど、その人らが一番会社とか勤務に忙しい。人材の

確保というか、非常に難しいですよね、大概日常、時間が融通きくとなったら、もう

引退された方ばっかりになってしまうんで、どうしても高齢化の組織になってしまう

ので、子供会とかそんなんに何かないか、ＰＴＡもそうでしょうけども、何か役のお

願いしようと思ったらどうしても難しいんで、今の女性の方の防災リーダーもほんま

にいいとは思うんですけど、実際に町会の役員決めるのでも何回も何回もお願いに行

って、いろいろなこと言って、決して一人でせないかんから僕らも手伝うしとかなん

とかかんとか説得してやっと決まるような状況ですので、ほんまに難しいとこですね。  

○折原課長 

 そうですね。 

○折原課長 

 防災のやつなんかは、海の町と緑の町なんかは、地域の訓練のときに、ふつうのと

こって、ほかのところは大概小学校の土曜日授業とかと一緒にやったりして、一つは

小学校をやると父兄さんがついてきてくれるんで、そういういわゆる３０代、４０代

の人に対して防災大事だよとかっていうのもあるんですけど、海の町なんかは中学校

でやってるんですよ。中学校でやってるんで、結構あそこって、校長先生も結構やっ

てくれる方なんで、中学生に、言うたら言い方悪いけど、年寄りと中学生しか残らへ

んから、小中学生しか残らへんからいうて、大分中学生にそういうふうな教育をやっ

てっていうふうなことを取り組んでいるそういう地域もあります。  

 僕らも、中学校に対しては、さっきの出前講座なんですけど、僕ら行くから絶対や

ってくれやっていうふうなこと、小学校にはそこまで言ってないですけど、中学校に
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は言ってまして、中学校は大概のところ年に１回、中１の子を対象にそういうような

出前講座に行かせていただいているんです。 

○深井委員 

 その中学生のご協力をというか、いろいろな今までの大震災や何かでも、避難所や

何かで中学生がいろいろな役割分担して活躍しているっていうのはよくテレビでも出

てますし、非常に助かったというような話も聞いてますので、そういう中学校でのそ

ういう協力要請というか、訓練に参加してもらうというか、その辺がものすごく重要

になってくるんじゃないかなと思うんですよね。  

○折原課長 

 我々も中学校への出前講座というのは、さっきのじゃないけども途切れることなく

継続的にやっていってるし、やっていきたいなと思ってます。  

○深井委員 

 中学校でだんだん高校生とかもっと年いってても、関心をずっと持っててもらえれ

ば将来のことも安心になっていきますから、やっぱり中学生、頼りというか、そうい

う訓練に積極的に参加してもらって、習得してもらうというか、大事やなと思うので。 

○古川部会長 

 これ家庭での災害の備えなんですけど、これ非常に備蓄の備えっていうの、１週間

っていうことですよね、今まで三日ぐらい。  

○折原課長 

 そこの言い方も今もう。 

○古川部会長 

 この前出前講座で来ていただいたとき、一週間備蓄しておいてほしいということで、

それはなぜかといったら、被害がものすごく、他府県にも四国にまでという、大変や

というから。 

○深井委員 
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 広範囲やからね。 

○古川部会長 

 それも皆さんにちょっと周知してもらうようにしておいたほうがいいんじゃないか

と思います。 

○折原課長 

 その備えるみたいなやつでいつもこんなチラシみたいなのをつくらせていただいて

て、訓練のときとかに一応こんなのも配付させてもらったり、出前講座のときもこれ

をやらせてもらって、これも今、会長おっしゃっていただいたように１週間用意しと

いてやと、役所来ないでぐらいの感じのことで、お話させていただいてて、この市民

防災マニュアルというのも、これもこれ危機管理室が平成２７年につくって各戸配付

しているやつなんですけど、ここの中でも平成２７年から救援物資が届くまで１週間

程度自足するつもりで備えてくださいねっていうふうな、市役所全体でもこういう言

い方をさせていただいております。  

○古川部会長 

 この前ちょっと１週間かというような話も出てましたので。  

○折原課長 

 はい、頑張って１週間。  

○深井委員 

 １週間か十日。 

○古川部会長 

 津波の避難ビルの看板、あれがかかってないからどこへ逃げていいねんというよう

な話も出てました。 

○折原課長 

 ああそうですか。 

○古川部会長 
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 ただあれ張ってもらっても外れるんですよね。自分らがこの前行ってお聞きしたの

は、協定結ぶときにそこへ貼ってくださいということでお渡ししてるということらし

いです。ほとんど貼ってはらしませんねん。避難ビルという知らせのあのこのぐらい

の表示。張ってもすぐはがれますので。  

○折原課長 

 津波避難ビル貼ってない？。 

○事務局 

 たぶん貼ってますよ。 

○古川部会長 

 うち五つあるけど。 

○中山課長代理 

 お声掛けはしますけど、やっぱり持ち物なので・・・いろいろやっぱり。  

 貼ってるのは貼ってますよ。落ちてるところもある。 

○事務局 

 落ちてるとこもあります。  

○事務局 

 市の指定じゃない津波避難ビルをおっしゃってるのか 

○小髙委員 

 どうなんでしょう。津波避難ビルの看板ね、貼ってある、町の中にあるよっていう

ことの事前のお知らせだけで、現実に地震があったときに建物が潰れてなければそこ

に逃げ込めばいいわけ、その辺の考え方の整理を啓発してもらうほうがいいのかなと。

言ってるように津波避難ビルの看板というのは、当然貼っててもすぐ落ちるし、当然

そうなるんでどこに逃げたらいいの、地震があった後で潰れていない建物に逃げまし

ょうよと、避難ビルって書いてても、潰れるやつは潰れるんですよ。だからそれが潰

れてないビルに逃げましょうよということが原則かなというふうに思うんです  
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 だからその辺の津波避難ビルやから安心やねんって逃げ込んで、それは大きな勘違

い。だから現に東北のやつで、いうてみたら防災センターに逃げ込んで死んでるじゃ

ないですか。ということはそこは安全じゃないんです。だからその部分が津波避難ビ

ルって書いてあってもそれが安全なわけがないっていう、これ信用はできないってい

うのは現実味があると思うので、それやったら津波とか、そういうときに避難するっ

ていうのは地震があった後で、建物に損傷がないところに逃げなあかんっていうこと

が原則やと思うんですよ。それが多分一番身の回りで逃げる第一歩になる。それで津

波が来て、建物が潰れてしまったらこれまたどうしようもないんですけれども、まず

はそこが一番なんだなと。  

 そしたらそのときに考え方の部分で、津波避難ビルはこれぐらい展開してますよっ

ていうことで、その中で、町の中で潰れなかった建物に逃げましょうよっていう、指

定されているところは気持ちよく入れますよというだけの話ですね。そこのところの

啓発のやり方、意識の持ち方をちょっと啓発変えてもらうというか、やり方を入れて

もらったほうがいいのかなっていうふうに思います。  

○折原課長 

 またちょっと検討してみます。 

○古川部会長 

 自分らではどこでもええから逃げてくださいというのは、うちの安立の連合では避

難ビルであろうが、どこであろうが、いいからもう後は自分らで何かを言うてきはっ

たらあれするから、とりあえず建ってて高いとこに何でもいいから、黙ってでもいい

から上がってくださいというのは、皆さんに、安立では言っております。  

 避難ビルがわからないって・・・。  

○深井委員 

 マンションなんかは特にオートロックじゃないところ、うちなんかないからね、近

くの一般の戸建ての方々が避難してきたとき、学校って、大和川向けて逃げて行くか
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っていったら、逃げていかへんやん。小学校と中学校が大和川の土手のすぐ横なんで、

津波来るぞっていったら川のほう向かって逃げるかって、そうすると市営住宅であっ

たり、うちのコーポであったり、マンションとかありますので、それがおっしゃるよ

うに健全に建っておればすぐそこへ走りこんで、とにかく垂直避難しろと、ここから

上町台地まで逃げろっていったって、無理なんで、そんな高いところで健全な場所が

あれば、高いところに垂直避難で逃げろと。何も俺とこ来るなって誰も言えへん。  

○古川部会長 

 言いません。 

○深井委員 

 ということやから、そういうようなあれもみんなに何とか周知していってもらった

らええんかなと。 

○折原課長 

 でも悩ましい。これ今日お配りしてるやつ見てもらったらわかるように、例えば新

北なんか結構集合住宅あるんですけど、指定できてるのが余りないんですよ。  

○深井委員 

 ないんですよ。 

○折原課長 

 悲しいかな、僕ら指定したいんですけど。  

○深井委員 

 指定されると備蓄とかいろいろな制限あるんですか。  

○折原課長 

 いや、今は全然備蓄とかも置いてもらってないんで、とにかく津波が住之江区には

１１０分で来るって言われてるので、来るまでに、この１１０分の間に高いところに

行ってくださいよ。津波が引いたら、もう言い方悪いですけど帰ってもらったらいい

ので、ずっとそこにおってもらわなあかんことないから、そういう意味で備蓄品とか
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今は置いていないんです。だから悲しいかなそういうことをお願いに行っても、指定

できていないというのが事実なので、僕らも役所なので指定していないところにここ

大丈夫やから逃げろなんてなかなか言いにくいです。  

○深井委員 

 不法侵入や言われて。 

○折原課長 

 そこはジレンマがあって。さっきだから小髙委員がおっしゃっていただいているよ

うに、そんなのも含めてどういう言い方したらいいかなというのは僕らも考えなあか

ん。 

○小髙委員 

 ぱっと言うたら、東北地方のあれで津波てんでんこが、これはもう皆さんも最近よ

く言われるので、あれって要は一つの言い伝えじゃないですか、昔話の言い伝えじゃ

ないですか、ああいう形のものでやっていかないとしんどいかなと。だからあれも津

波てんでんこってぱっと行くんですよ。そうしたら地震があったときは高いとこに逃

げて、潰れてないとこに逃げなさいよっていう。現実に指定できない市営住宅やとか

あんなとこもあったりするんで、確かに人がばっと寄って、廊下の中でどれだけ人が

抱えれるかという、それと２回目の津波、３回目の津波、多分２回目３回目っていう

のは、余り意識してないんで、次来るっていうのは余り意識できていないから、東北

のやつもかなりそれで巻き込まれてるっていうのがあるので、現実問題としたらそこ

のとこら辺で何か、言いわけっていうか、歌でもつくるか。そういう童謡に近いよう

な、いうてみたら簡単なしりとり歌みたいなのでつくってみて、それで啓発するって

いうのも一つの方法としてあると。そしたら絶対に子供のときからそれを知ってれば、

生き残る道ができるだろうなっていうのは思います。 

 だから情報っていうか、地震があったっていうのは誰でもわかるんで、そこのとこ

から自分がどうしたらいいかっていうことについては、自分で考えて自分の命を守ら
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なあかんというのが基本原則やと思うんで。だからそれをどうやって子供から年寄り

まで伝えるかっていうそこのニーズが難しいから。  

○古川部会長 

 ぼちぼち時間が来ましたので。 

○深井委員 

 もう一つちょっとだけ。  

 この間の８８０万避難訓練のときに放送がありましたよね、我々、新北島のときに

東公園に新しく追加してもらったんで、非常に音が聞こえて、今までやったら、鳴っ

てるなというぐらいやったんやけど、物すごい聞こえるんですけど、あれつくったと

きの後の聞こえ方、かなりわんわんわんとこだまやないけど、反響して三重ぐらいに

聞こえてたんですよ。聞きづらかったなと思って、その避難指示の内容を把握するの

もよっぽどすまして聞きとらないとあかんので、先ほどの２９年度のこの流れで３０

年度も継続して防災はやらなあかん、それは当然おっしゃるとおりで継続してやらな

あかんのですけど、そういうだんだんと充実していっても、見直しというか、質の向

上というか、そこの辺も少しチェックをしていただけたらと思うんですよ。  

 というのはもう、２カ所、３カ所ぐらいから返ってくるんですよ。だからダブって、

わんわんわん、わんわんわんってこう聞こえてしまうんで、よっぽど慎重にじっくり

せんと邪魔するんですよ、反響が。もう少し指向性があるのかどうか知りませんけど、

反響せんように上向けるとか何か、聞こえ方というのかチェックが必要かなって思い

ました。 

○折原課長 

 ほかからもそういうふうな話が、ご意見伺ってるんです。ちょっとそれなら、申し

わけないですけど、僕らもそれを危機管理室に伝えて、直るものと直らへんもんある

かもわからないですけど、彼らに言って調べさせたり、直してもらったりとかいうこ

とをしたいと思っているので、申しわけないけど具体的にここの場所でこっちからの
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やつでこうやったとかいうのも、また後でいいですから具体的に教えてください。具

体的に彼らにも言うたげないと、彼らもどないしてええかどうかもあると思いますの

で、実はまだ内緒なんですけど、１１月ごろに、これもまだはっきり決まってないの

であれなんですけど、今度北朝鮮のＪアラートのやつを１１月ごろにやるみたいな計

画もあるようなので、もしあれでしたら、またそれも事前にお知らせすることになる

と思いますから、そのときに今日やるぞっていうのがわかっときに、ちょっと耳すま

していただいて情報いただければ、我々の所管している危機管理室のほうに伝えて改

善していただきますので、また教えてください。  

○小髙委員 

 さっきも大和川の氾濫の部分あったと思うんですけど、あの分ＳＮＳの機能を使っ

て、エリアメールで大和川沿線沿いにずっと流すっていうそういう分も一度調査して

みてもおもしろいかなと。これ逆に言ったら他区にまたがるんで、その辺をどこがイ

ニシアティブとんねんって国交省さんあたりか危機管理室がキーになって国交省さん

あたりに。今もかなりエリアメールっていうて皆さんぱっと思いつく、ポケモンが点

でできるわけですから、当然湾岸のこの中っていうのは当然やろうと思ったらできる

範囲だろうというふうに思うんです。だからその辺は一回検討に入れてもいいんと違

うかなと。そしたら今言ってるように、口コミで伝えていくよりもその部分で、その

メールをとった人が自分で周りの人に言える、言うっていうことでいろいろなことが

伝わっていくやろなって。だから実際災害のときにどう機能するかっていうのはわか

らへんけども、大震災、地震のときは機能は難しんやろうけども、水害のやつについ

ては、事前にある程度予測がつくんで、その辺は活用できる範囲に入るん違うかって

言うふうに思って、一回調査するか検討してみるっていうのは、一つの方法としてあ

るんじゃないかなと。そしたら年齢層のどうのこうの、昼間どうやこうやというのも

全てそこの部分で解決していくんで、ある程度解決が、めどが見えてくる。  

 自分がもらった情報を周りにどうやって自分でしゃべってもらうかというのも一つ
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の方法としてあると思うんです。そうでないと近所でこんなん来たでって大騒ぎして

くれんことには何もならへんみたい。 

○古川部会長 

 時間大分あれしてますので、防犯について議論したいと思いますので。 

○田林委員 

 一つ申しわけないですけど、皆さんのいい意見をたくさん出られてるんですけど、

各町会の名簿ありますね、それはみんなどこまで進んでるか、そこも絶えず啓蒙して

いけばある程度今言われたようなことは解決していきます。住民の中ではプライバシ

ーに影響してないかとかそういうそっちの質問が出ますので、うちの連合町会とした

ら、ペットの飼ってるとこまでわかって調べることができました。  

 それともう一つ、スマートフォンというかこれに関しては非常に反対が多かったで

す。若い人はできるけども、高齢者は頭から拒絶する判断が起こると、この間も警察

の方も来たときに、夏の防犯のときにやってもらったんですけど、そういう意見が出

てたんです。住民からね。その名簿づくりを絶対やっていただいたらいいと思う。そ

れで避難を、この人は必ず車いすで避難所まで連れて行かなきゃいけないとか、僕は

ずっと頭に入ってますので。  

○古川部会長 

 自分のところの安立連合は、高齢者、敬老の日の贈り物、そのときに調べて緊急時

の避難連絡場所とか電話番号そういうのは書いてもらうようにしてます。各町会割に

わかってもらえてるかな。 

○田林委員 

 全体の問題と思いますけど、各町会の防犯部長か防災部長いらっしゃいますよね、

一応２年が限度なんですよ。２年で一応交代するわけです。そういうのも僕ら今度会

議、粉浜やるんですけども、何か地震があれば、熊本のあるときは関心持っていただ

いた。もう１年たったからちょっと関心薄れてきてる。絶えず啓蒙していかなきゃい
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けない。 

○古川部会長 

 出前講座でね。 

○田林委員 

 「さざんか」なんて大いにやっていただきたいと思います。  

○古川部会長 

 すみません、そうしたら事務局から防犯に対してよろしくお願いします。  

○折原課長 

 続きまして防犯ということで、先ほどの安全に暮らせるまちづくりというペーパー、

これが２９年度の運営方針がこの形になってまして、防犯の方は大きく二つに分かれ

ております。 

 一つが街頭犯罪の抑止に向けた継続的な取り組みということで、防犯カメラの設置

というのをやっていこうということと、いわゆる青パト、区役所の青パトから自転車

等による巡回をする、これは継続的にやっていこうということでございます。  

 もう一点が、これも防犯意識の向上に向けた啓発ということで先ほどの防災と似た

様な話なんですけども、これも出前講座というのを我々やらせていただいてて、警察

と一緒になってやってる分もありますし、我々が独自でやっている部分もありますけ

ども出前講座。それからホームページとか広報紙というふうな形でやっていこうとい

うことでございます。 

 ２点目がひったくり防止カバーのキャンペーンというような形で、これも継続的に

過去からやっているところです。  

 それからもう１点が、３点目がこども１１０番の家というふうなものの拡充という

ふうな形で、これもいろいろな場面を設けて協力依頼をしていっていこうというふう

なところでございます。 

 横長の表のほうに戻っていただいて、２９年度の進捗状況というところでございま
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すけれども、まずは１点目、防犯カメラ、左下のところですね、防犯カメラの設置で

ございます。これは昨年度いろいろなものを含めて１００台ぐらいつけさせていただ

いてます。今年度につきまして、昨年度いわゆる公園につけたやつの引き続きという

ふうな形で、今年度につきましては通学路、これは子供の見守りというふうな形でや

っておりますので、去年は公園、ことしは通学路というふうな形でカメラを設置して

いこうというふうに、市民局と共同してやっていっているということでございます。  

 それから青パトなり支援者の方の巡回パトロール、これは継続的に毎日していると

いうところです。 

 それから防犯意識の向上というふうな形で出前講座の実施、それから「さざんか」

とか、ホームページとかでいろいろやっているということです。  

 防犯の出前講座のほうにつきましては、いろいろ小さな集まりでお年寄り、今日は

警察の方も来ていただいてますけど、特殊詐欺、振り込め詐欺やおれおれ詐欺やとか

いうのが、今年の初めから大分多くございますので、高齢者の方のふれあい喫茶とか

やった後に、我々お邪魔させていただいて、比較的少人数のときも行かせていただい

ているんですけれども、そういうふうな振り込め詐欺とかいうふうなことに気をつけ

てくださいねとかいうふうな形で啓発をさせていただいたりしてます。  

 それからあと、例えば「さざんか」何かにも、これはまだお配りできていない１０

月号、今度、今日何日や、もうちょっとしたら出るやつなんですけど、まだ内緒であ

れなんですけど、こんなひったくりに気をつけてくださいねみたいな、こんなような

やつとかも広報紙とか使わせいただいて、いろいろ啓発に努めていくというふうなと

ころでございます。 

 右側のところにいきます。２９年度の取り組みとしましては、今申し上げましたよ

うに、街頭犯罪の抑止ということで防犯カメラとか青パトとかで巡回を継続的にやっ

ているというところと、今申し上げました出前講座等での啓発、それからひったくり

防止取りつけキャンペーンというふうな形で、これは毎月区役所で実施するとともに、
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今年度につきましては、いろいろスーパーマーケットさんとかと協力をさせていただ

いて、スーパーマーケットの自転車置き場みたいなところで、これも警察と一緒にな

ってやらせていただいているんですけれども、キャンペーンを充実させたいというふ

うなところがあります。 

 あとこども１１０番の家、これも当然どんどんどんどん増やしていこうというふう

な形で、最近でありますと、コンビニエンスストアがこの辺にできたところとかいう

ところに協力のお願いをして増やしていっているというふうなところでございます。  

 前回の区政会議で、防犯カメラが公園に設置され利用する親子から安心できるとい

う声を聞いている、今後増やしていくのかっていうようなご質問ございましたやつな

んですけれども、先ほど申し上げましたように、市民局とタイアップしながら今通学

路に設置するというふうな形で、順調に進んでおりまして、今市民局のほうが工事と

かで発注かけてくれてるんですけど、うまくいけば来年の、今年度中２月とかぐらい

につくというふうに伺っているところです。  

 いずれにしましても、防犯も取り組みにつきましても、先ほどの防災と同じように

ずっと継続して実施していくというのが大事やと思っておりますので、いろいろ内容

は先ほど申し上げましたひったくり防止カバーのキャンペーンの回数をふやしたりと

か、こども１１０番の家等をふやしたりとか、いろいろ取り組みをやりながら充実さ

せていきたいなというふうに考えているところでございます。  

 ご説明は以上です。 

○古川部会長 

 はい、ありがとうございます。  

 ただいまの事務局の説明について、何か質問があったらお願いします。 

 防犯カメラは通学路は何台ぐらい設置されているんですか。 

○折原課長 

 今年度はまだ最終的にはなってないんですけども、１６台でよかったっけ。  



－27－ 

○事務局 

 はい、一応１０台はつけようと考えてまして、最大で１６台設置したいなというよ

うに考えております。 

○折原課長 

 マックスで１６台やったっけ。  

○事務局 

 はい。 

○古川部会長 

 駅周辺につけたやつは５年ぐらいになるんですよね。  

○事務局 

 駅ですか。 

○古川部会長 

 駅周辺２００メートル以内というのが一番初めにつけられた、あれはもう大分古く

なって。 

○事務局 

 補助金のときですね。地域が設置するのに、市として補助するというときのことで

すね。 

○古川部会長 

 ・・・のときです。 

○事務局 

 そうですね、５年はたってますね。  

○古川部会長 

 大分古くなって変えていかなあかんやろし、予算がないんです、連合としましては。  

○事務局 

 そんなんもありまして、２８年度は結構たくさん区役所のほうで費用負担しながら
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設置は。 

○古川部会長 

 これ１６台というのは。  

○事務局 

 ２９年度。 

○折原課長 

 区内です。 

○古川部会長 

 区内。 

○折原課長 

 ２９年度で。 

○古川部会長 

 安立地区とかいろいろな。  

○折原課長 

 今そこをまだちょっと。去年は市民局でって、その公園でっていうやつが１３台や

ったんですよ。そやから今年も一緒ぐらいの数をつけていただきたいなと思ってて。  

○古川部会長 

 公園でも自動販売機の上につけて、あの辺をもうちょっと角度を何とか変えてほし

いな。全然役にたってない気もするんやけどね。そういうところもあったしね。  

○折原課長 

 一応自動販売機のやつを、あれ建設局でやってくれたんですけども、一応その角度

は何ていうのかな、子供がというかあるような感じで一応やっていただいているんで

すけど。今も申し上げましたように、去年は大分たくさんそういうふうな自動販売機

のやつとかもあったんで。  

○古川部会長 
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 大分つけてもらいました。  

○折原課長 

 大分つけたっていう感じですので。  

○古川部会長 

 このひったくり防止カバーの自転車の前かごのやつ、あれ皆さん喜んではりますよ。

今日も住吉公園で啓発があったんやけど、今日は来てくれはらへんって皆待ってはり

ましたで。 

○事務局 

 すみません、今日は内部で選挙の関係でもありまして、申しわけありません。  

○古川部会長 

 皆さん待ってはりましたわ、今日はないのって。 

○安藤副区長 

 これ結構安く買えるんですよね、実は。 

○古川部会長 

 そうやね。あれをいただくのもすぐ破れる、１年後ぐらいしたら破れる、破れてく

るのですぐ欲しがりはります皆さん。  

 何かありませんでしょうか。  

○折原課長 

 警察のほうから何か特殊詐欺のお話とか何かあります。  

○住之江警察署 吉川 

 特殊詐欺なんですけど、本当に５月ぐらいまでは住之江区だけが狙われているんじ

ゃないかという、大阪市内で一番住之江区が多かったんですよ。特に還付金詐欺が多

くて、管内の無人ＡＴＭのほうに誘導して、お金振り込ませるという手口が余りに多

かったので、もう大阪府警全体でこれはちょっと古い考え方ですけども、人海戦術で

ＡＴＭに警察官を張りつけて、多分何人か地区の高齢者の方特に声をかけさせていた
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だいていると思うんですけど、来る方来る方に対してこういうのがあるので気をつけ

てくださいねという形で、実際に未然に防止したっていうことで、新聞にも載ったん

ですけど、東洋テックさん、警備会社のあの方々が平林のほうですか、新北島かな、

郵便局の本局のすぐ前にあるショッピングセンターのりそなのキャッシュコーナーの

ところでお金をそうやって振り込もうとしている高齢者の方に声をかけていただいて、

お金を振り込ませるのを止めたと、被害を未然に防止したということで、うちの署長

のほうからも感謝状を出して、産経新聞さんにもちょっと載せていただいたというこ

ともあったので、そういうので止めたということを大々的にアピールして、府警全体

で、そうしたら住之江区も住之江警察のほうではもう６月７月８月９月で還付金詐欺

は発生してないんです。今のところ。多分犯人も見てるんやと思います。ああやって

警察官みたいなのがずっとＡＴＭにいる、そういうのを見た上でやっているのかなと。  

 そうしたら今度はおれおれ詐欺っていうのは、昔よくいってた、あれがまた今度発

生しだして、まだ実際の既遂という被害にあったのは一人だけなんですけど、警察や

と、警察官があなたの口座のお金を凍結されるから、犯罪組織に使われるから受け取

りに行くといって渡してしまったというのがあるので。ただそれにしても私らとして

も、水際対策として、管内の銀行の窓口、銀行の方全員に、高齢者の方で、何か不明

な理由で１００万以上おろすときは無条件に警察に連絡してくださいねという依頼を

してます。これはゆうちょ銀行では既にやっていたんですけど、住之江区はそれより

も先がけてやりました。１００万円以上で高齢者は無条件で言うてくれと。それで多

分不快な思いされている方もおられるかもしれませんけども、それぐらい狙われてい

たというのもあったので、おかげで、おかげと言ったら言い方悪いですけど、それ以

降に被害というのはどんどんどんどん減ってきているので、また今度、地域安全運動

もありますし、その１０月１１日から２０日まで、その間にもまたいろいろなところ

で防犯教室もやらせていただきますので、１件でも広めて、銀行強盗と違ってこうし

ておけば防げるというような犯罪なので、詐欺というのは防ぎ方が必ずあるので、そ
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れを一人でも多く広めていきたいなと。区役所の方とまた連携してやっていきたいな

と思ってます。 

○古川部会長 

 警察の人に頼まんと銀行がガードマン雇ってやったらええのにね。  

○住之江警察署 吉川 

 でも銀行のＡＴＭは止められるんです。 

○古川部会長 

 まあ１０万円までしか振り込みもできませんけど。  

○住之江警察署 吉川 

 警備員の人らも、携帯電話で話ながらＡＴＭをしている人は止めるように言われて

いるんです、基本的に。だから人のいない無人ＡＴＭ、北加賀屋のあそこのりそな銀

行のＡＴＭとか、ああいうところに誘導して、だからもう本当に幅広いんですよ、北

加賀屋のＡＴＭもありましたし、南港のＡＴＣの中のＵＦＪのキャッシュコーナーが

あるんですけど、そこに誘導っていうのがありましたし、本当に住之江区どこにでも

っていうのはあったんで、ちょっとまた広くみたいなと思ってます。  

○古川部会長 

 時間が大分あれですけども、よろしいでしょうか。  

 すみません、予定していた時間になりましたので、終了したいと思います。  

 部会委員の皆さんからいろいろいただきました防災・防犯の取り組みは警察を初め、

消防・区役所・地域が一緒に取り組みを続けていくことが重要だと思っています。会

議の冒頭にも申し上げましたが、本日の会議は防災・防犯の取り組みにかかる平成３

０年度区運営方針の方向性についてご議論いただき、新体制で開催されます全体会議

に情報の共有をはかっていきたいと思ってます。事務局におかれましては、今日の議

論内容を整理していただき、全体会議で報告できるよう資料の取りまとめをお願いし

たいと思います。 
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 本日の予定していました議題は以上でございますので、部会を閉めさせていただき

たいと思います。 

 議事進行にご協力いただきありがとうございました。  

 最後に事務局から何かありましたらお願いしたいと思います。  

○中山課長代理 

 古川部会長、議事進行ありがとうございました。  

 本日の予定時間をオーバーしましたけれども、長時間にわたりましてご論議いただ

きましてありがとうございました。  

 それと２年間、今回の任期ということで、２年間いろいろと区政会議あるいはこの

部会にご協力いただきまして大変ありがとうございました。これで区政会議の安心・

安全部会を終わりたいと思います。  


